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安全衛生安全衛生安全衛生

ＱＱ＆＆ＡＡＱ＆Ａ
第15回

【Ｑ】熱中症に関する次の記述のうち、誤っているのはど

れか

（イ ）温熱環境による暑熱ストレスの評価を行う指標として、

ＷＢＧＴ値が用いられている

（ロ ）高温多湿の作業場では、熱を吸収し保熱しやすい服装

を着用する

（ハ ）気温が30℃未満であっても、湿度が高いと熱中症は発

生する可能性がある 答えと解説は裏面

無料で貸し出し中で～す無料で貸し出し中で～す
連合愛知加盟組織に貸し出しています連合愛知加盟組織に貸し出しています

タイトル 内 容 収録時間

ヒューマンエラー災害と対策
ヒューマンエラーの原因を知ろう！

人間は機械にはできない臨機応変な対応
ができます。しかし、時には「臨機応変」
が「自分勝手」に変わりヒューマンエラー
が起きてしまいます。

16分

ヒューマンエラー災害と対策
ヒューマンエラーを防ごう！

ヒューマンエラーが発生することを前提
に対策を考えることが重要です。対策が
むつかしいものはヒューマンエラーの発
生を抑制する対策の二段構えが有効です。

18分

改訂労働安全衛生法
マネジメントシステムのあらまし

改正「労働安全マネジメントとシステム
に関する指針」平成18年度に沿った内容 20分

リスクアセメントの考え方、進め方
リスクアセスメントを進める組織体制及
びポイントである危険有害物の見積もり
について、現場の例をとり説明・解説。

20分

再確認しよう
職長・安全衛生責任者とは

リスクアセスメントはどのように活用さ
れているのか。また、理想とする職長・
安全衛生責任者とは…

17分

職場で活かす安全施行サイクル
KY活動編

KY活動を含む安全施行サイクルはどのよ
うに行われ、労働災害を防ぐことに活か
されているかを考える。

17分

見落としていませんか　危険を
～「巡思」で安全パトロールを見直そう～

マンネリ化した安全衛生パトロールを打破
するためには逆転の発想による新しい視点
が重要であり、そのポイントについて具体
的な状況事例をあげてわかりやすく紹介。

22分

リフレッシュ　安全衛生委員会
機能する安全衛生委員会を目指して

一つの重大災害を契機に、安全衛生委員
会の機能を高めていく経緯を紹介。 22分

新入者の安全衛生
ルールを守って安全　健康

新入者の行動特性を分析し、なぜ安全衛
生ルールを守らなくてはならないか等を
解説

18分

高年齢者の安全対策
快適で安心して働くために

心身機能の低下する高年齢者。その能力
を今後も十分に発揮するように、快適で
安心して働けるための安全対策とは…。

20分

守っていますか？作業員の法的義務
過失相殺を知っていますか？

もし、守るべき義務を守らずに、災害に
あったり、他人を事故に巻き込んだりし
たら。あなたにも責任が問われます。「過
失相殺」とは被災者の過失による請求額
の減額…。

16分

熱中症の危険と脳梗塞
熱中性の分類とその症状をもう一度確認
する。応急措置は。予防対策は。脳梗塞
とは。

16分

かかえていませんか　メンタルトラブル
経営者、管理者が進める解決法

メンタルヘルスのキーパーソン＝中間管
理者に焦点をあて、組織的にどう対応す
るか、どこまで管理者の役割か、いかに
社員のメンタル問題を解決していくか。

26分

知っていますか安全配慮義務
精神障害に対する経営者管理者の対応

過重労働や精神的ストレスが引き金になっ
ての、うつ病や自殺など、管理者の対応・
裁判の判決をケーススタディしつつ「安全
配慮義務」の考え方・実践の基本を解説。

26分

こころだって風邪をひく メンタルヘルスの４つのケアを解説。ま
た、「積極的傾聴法」の技法を解説。 40分

みんなで取り組むメンタルヘルス
中災防が重点的に取り組んでいる「メン
タルヘルス対策に活かす職場改善」につ
いてその意義と進め方について解説する
とともに先進企業の取り組みを紹介。

24分

let’s talk. let’s go in for testing.
話をしよう！検査に行こう！about AIDS, HIV HIV/AIDSが誰にもわかるDVD 20分

知っておくべき
労災保険の機能と役割

健康保険と労災保険の違い、労災保険を
使わない場合の深刻なトラブル。労災発
生！あなたならどうする！？等

27分

お申し込みは「安全衛生センター」まで　　☎０５２－６８４－０００３

新着

新着

全国安全週間は、今年で８６回目

を迎える。

この間、労働災害を防止するた

め、事業場では、労使が協調して、

労働災害防止対策が展開されてき

た。この努力により、労働災害は

長期的には減少してきている。

労災死傷数は３年連続増加
労働災害による死亡者数は減少

してきているが、平成２１年度から

大幅な増減を繰り返している。一方、労働災害による死傷

者数（休業４日以上）は、平成２２年から３年連続の増加

となり、極めて憂慮すべき事態となっている。（愛知県は

２４年度の労災死亡者・死傷者数は前年度より減少）

特に、産業構造の変化等により、製造業、建設業等の労

働災害に占める割合が減少し、小売業、社会福祉施設等の

労働災害の占める割合が増加している。

本 週 間 ７月１日～７月７日
準備期間 ６月１日～６月３０日

労働災害を防止するためには、トップから安全衛生担当

者、労働者までの事業場の全員が現場を確認し、機械設

備の安全基準や作業手順などの基本的なルールを守ること

に加え、事業者から労働者一人ひとりまでの安全に対する

意識や危険感受性を高めることにより労働者の安全を確保

し、労働災害ゼロを目指していく必要がある。

平成２５年度の全国安全週間は、

「高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害」
をスローガンとして展開することにする。

この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労

働災害防止の重要性について認識し、安全活動の着実な実

行を図る。

日　時　６月１１日（火）１３時３０分～１７時００分
会　場　ワークライフプラザれあろ　６Ｆ大会議室
研修内容
①第１講座「レスキュー隊員に学ぶ安全対策」（仮称）
②第２講座「高齢者の安全対策」
③第３講座「連合の労働安全衛生指針」

連合愛知労災防止キャンペーン活動取り組み提案
　　参加要請：構成組織へ要請済み



今度の２２日から、はじめませんか？

【答え】（口）
《解説》気温だけでなく湿度、風速、輻射熱を考慮し

暑熱ストレスを評価する方法として、ＷＢＧＴ値（暑さ

指数）を用いる方法があります。ＷＢＧＴ値が高いと熱

中症の発生件数が多くなりますので、ＷＢＧＴ値が基準

値を超え、または超えるおそれのある作業場において

は、熱中症予防対策を講じる必要があります。このよ

うな作業場では、熱を吸収し保熱しやすい服装は避け、

透湿性および通気性のよい服装を着用します。また、

気温が30℃より低くても湿度が高いと汗が蒸発しづら

くなり、体温を下げる機能が低下するため熱中症が発

生する危険があります。気温だけではなくＷＢＧＴ値に

注意するようにしましょう。

「連合愛知労災指導キャンペーン活動２０１３」を６～７

月の２ヶ月間、以下のポイントを踏まえ取り組みを展開す

る。

① 昨年、愛知県内の労災死亡事故は４９人と前年より４

人減少し、過去最低となった。また、労災死傷数は

１８０人減少し、６，３９２人となった。一方、第３次産

業においても労働災害が増加している。

労災事故ゼロに向けて、引き続き取り組みを強化しな

くてはならない。

② 安全教育は、非正規・外国人労働者も含む「全ての従

業員」を対象に推進する。

③ 愛知県の自殺者数は前年度より減少したものの依然と

して１，４５０人を超える方が亡くなっている。また、精

神疾患の労災申請件数も増え続けており、事業場にお

けるメンタルヘルス対策が求められている。

④ 雇用延長に伴い高齢労働者が増加してくることから、

これまで以上に作業方法等が改善された快適な職場を

作らなければならない。

⑤ 労働災害における交通事故の割合が依然と高いこと、

愛知県が交通事故死ワースト１であることから、交通

事故対策を強化しなくてはならない。

労働保険Ｑ＆Ａを配布します
労災保険とは、労働者災害補償保険法

（以下「労災保険法」といいます。）に基

づく制度で、業務上災害又は通勤災害に

より、労働者が負傷した場合、疾病にか

かった場合、障害が残った場合、死亡し

た場合等について、被災労働者又はそ

の遺族に対し所定の保険給付を行う制

度です。

労働者（正社員、パート、アルバイト等）を一人でも使

用する事業は労災保険法の適用を受けることになり、加入

の手続をとり保険料を納付しなければなりません。保険料

は全額事業主負担とされています。

したがって、労働組合の専従者は労災保険の手続きを労

働組合で行わなければなりません。会社で入っているから

大丈夫というのは、大きな間違いです。

この度、労働保険Ｑ＆Ａを改訂しました。労働組合のた

めの手続きについて解説をしています。

構成組織に近日中発送しますので、是非、ご覧下さい。

連合愛知労災防止キャンペーン連合愛知労災防止キャンペーン連合愛知労災防止キャンペーン連合愛知労災防止キャンペーン連合愛知労災防止キャンペーン

受動喫煙防止対策推進フォーラム九

州大学大和教授講演続き。（一部加筆

編集）

禁煙により寿命が伸びることは、本

人だけでなく企業にとってもメリット

になる。福岡県の市町村職員の年間医

療費がタバコを辞めた人で５年以内が一番高くなる。これ

は、タバコをやめざるを得ない人が多く、ガンの手術や歯

周病、胃潰瘍等の治療費が増えると思われる。辞めてから

１０年でようやく吸わない人と同じになる。言い換えれば、

元に戻るまで１０年かかるわけで、多少の負担を会社が出

したとしても社員の健康にとって必要なことだ。

健康日本２１

（第２次）では、

成人死亡の主

要な決定因子の

１位が「喫煙」

で１３万人、２

位の「高血圧」

が１０.４万、３

位が運動不足の３．４万人と喫煙が飛び抜けている。

禁煙推進に取り組むために考えるべきこと
パターン１

□喫煙者の自由に任せて本人が病気になる

□ その間、周囲の人が受動喫煙に暴露され、非喫煙者か

らも病気や流産が発生する

パターン２

□全面禁煙＋勤務中喫煙禁止で禁煙意欲を高める

□禁煙治療の受診を支援（金銭的・時間的）する

□ 喫煙者本人も、同僚も、家族も幸せになる

どちらのパターンが良いのか？

駅のホームの点字ブロックは、視聴覚障害者に危険を知

らせるためにある。

私たちタバコ対策者は、喫煙者に対し点字ブロックの様

な役割を果たさなければならない。「禁煙は愛である」

５月３１日は世界禁煙デー！
禁煙週間　５月３１日（金）～６月６日（木）

禁煙週間のテーマ

「たばこによる健康影響を正しく理解しよう」

趣旨

たばこが健康に悪影響を与えるこ

とは明らかであり、禁煙はがん、循

環器病等の生活習慣病を予防する上

で重要である。今年度は、喫煙及び

受動喫煙による健康影響等について

の周知を目的として、「たばこによる

健康影響を正しく理解しよう」を禁

煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓

発を積極的に行うものである

（参考）ＷＨＯのテーマ：「Ｂａｎｔｏｂａｃｃｏａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ，ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ

ａｎｄｓｐｏｎｓｏｒｓｈｉｐ」
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